
1/31 一つ嬉しいお話が… 

 1 月 23 日のブログにも記しましたが、今朝も地域の別の方から、子どもたちのあいさつについてお褒めの言葉をいただきました。「前よりもあいさつするよ

うになってきている。子どもたちの見守りに立っているときなど『ありがとうございます』と話してくれる子もいる。」ということです。 

 あいさつは大きな課題の一つととらえているところですが、３学期に入ってからの子どもたちの様子から、確実に成長が感じられるので、とてもとても嬉し

いです。ご家庭の方でも引き続き「あいさつの励行」をよろしくお願いしますね。学校でも、さらに褒めていきたいと思います。（校長） 

☆今日の学習の様子 

◆1 年 「算数 振り返りを文章で書くところまでがんばりました。」 

◆2 年 「生活 これまでに学級で飼育した生き物について振り返りました。」 

◆3 年 「国語 今年度最後のマスターテストに向けて『練習開始』です。」 

◆4 年 「算数 小数のわり算で途中の手順を省略できる筆算の工夫を学びました。」 

◆5 年 「算数 割合の応用問題をがんばりました。」 

◆6 年 「国語 資源理容の問題点について考えました。」 

   

  明日は、なわとび大会を実施します。今日の最後の練習も、子どもたちは溌溂とがんばりました。ご都合のつく方は、応援もぜひお願いしますね！（私は盛

岡出張のため、見ることができず、非常に残念、無念…です！） 
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1/30 早いものですね 

 今日は１月 30 日、明日で 1 月は終わり、明後日からは 2 月…。「一月往ぬる二月逃げる三月去る」などとも申しますが、本当に早いものですね。 

 今日も子どもたちは一生懸命学んでいます。当たり前のように、やらなければならないことを積み重ねている子どもたち、本当に素晴らしいですね。（校

長） 

☆今日の学習の様子 

◆1 年 「道徳 思ったことを率直に話してくれるので、本当にかわいらしいです。今日の資料は『どんぐり』。誠実さについて考える内容でした。」 

◆2 年 「国語 子どもたち自身で普通に書画カメラを使いこなしているのですごいと感じました。繰り返し読んでいくことが、実力アップの秘訣です。」 

◆3 年 「社会 午前中に理研ワカメ工場に見学に行きました。楽しく意欲的に学んで来たことは帰校した様子からよく分かったのですが、写真撮影は工場内

はＮＧということだったので、その後の…給食の時間の様子です！」 

◆4 年 「理科 冬のように寒い季節のときの植物の様子について予想し、実際に確かめていきます。私が教室に入って行ったときは、その計画づくりの段階

でした。」 

◆5 年 「体育 長なわの練習をしました。さすが５年生、実にテンポよくなわに入っていくことができます。明後日の大会も大変楽しみですね。」 

◆6 年 「国語 説明文の学習で、要旨について限られた字数（１００字程度）でまとめるという学習でした。毎年、なかなか定着しない内容の問題です。子

どもたちは黒板に出された意見を何度も見ながらまとめていました。」 

   

  

1/29 すくすくと 

 今朝の雪には驚かされましたが、お日様に力も感じられるので、それほど雪は残らないかもしれませんね。子どもたちは、朝から大喜びでした。 
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 昨日は中学校との連携研修会があり、遅い時間のアップになったので、今日は１校時の様子を見て回りました。どの学級でも落ち着いて学習していて、この

１年間の大きな成長が感じられるところです。毎日の当たり前のような積み重ねの１つ１つが、子どもたちを育てているのだと強く感じます。すくすくと育っ

ている子どもたちの姿に頼もしさを感じ、大変嬉しいです。（校長） 

   

 

「雪が融ける前に…」ということで、中休み時間や体育の学習で雪遊びを楽しんだ子もいたようです。いつも元気な２年生の様子と、休み時間に１年生が少な

い雪をかき集めて作った「泥雪だるま」です。微笑ましいですネ。 

  

  

1/28 小中連携研修会 

 風が無かったせいか、あまり寒さは感じずに始まった１週間でした。恐れていたインフルエンザ増加も見られず、「ほっと一安心」で始まった１週間でもあ

りました。各ご家庭でのご指導に改めて感謝申し上げます。 

 先週水曜日から始めた中休みの長なわ跳び練習の様子を紹介します。始めた頃に比べると、どんどん上手になってきているのがよく分かります。子どもたち

の力ってすごいものですね。 
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 午後には、中学校の先生方が数名来校して「学区連携研修会」を開催しました。６年生の「外国語活動」の授業を参観していただいた後、各校の学習や生活

の様子について情報交流、これからの指導の手立ての話合いなどを行いました。どちらかの学校だけというのではなく、両校ともに高まっていくことが大切で

す。ご家庭・地域も含めて、みんなで大切に育てていきたいですね。（校長） 
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1/25 明日からの連休の過ごし方についてよろしくお願いします 

 今日は、午前中に出張が入っていたため、子どもたちの様子は午後見て回りました。午後という時間帯は、下の学年の子どもたちにとってはどうしても集中

力が切れてしまう子も見られるものです。それでも、以前に比べると大きく成長している様子がうかがえますし、何よりも教室に入って行くと、にこにこと何

とも言えないような笑顔で迎えてくれるので嬉しいです。 

 

 インフルエンザは、罹患者数が 3 名という状況です。明日からの週休日の過ごし方も大切ですね。不要不急の外出（特に人込みへ）は控えていただけるとあ

りがたいです。（校長） 

☆今日の学習の様子 

◆1 年 「国語 授業の最初のところで毎月行っているいじめアンケートも行いました。」 

◆2 年 「音楽 低学年の音楽で楽しいのは歌遊びがたくさんあるところです。仲良く楽しみました。」 

◆3 年 「理科 ものの体積と重さの関係について実験をしました。予想通りの結果になったかな？」 

◆4 年 「算数 担任出張のため、補充教員が授業を進めましたが、いつもと同様にみんなやる気満々でした。」 

◆5 年 「家庭 ミシンの上糸かけの学習です。私は『ミシン恐怖症？』と言っていいくらいミシン苦手人間なので、子どもたちの吸収力にはいつも感心させ

られます。」 

◆6 年 「体育 先日も掲載したバスケットにつながるミニゲームです。ボールをもたないときの動きをがんばっていました。」 

   

  

1/24 長なわ練習開始 
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（もちろん油断はできませんが）インフルエンザについて現時点で大きな広がりが見られないことから、長なわ練習と縦割り班掃除を開始しました。 

 やはり、子どもたちがふれあう姿はステキですね。見ている方もエネルギーがチャージされるような気がします。 

 残り少ない日数にはなりますが、がんばって練習してほしいです…。（校長） 

☆今日の学習の様子 

◆1 年 「算数 大きな数の並び方。十進位取り記数法の復習です。」 

◆2 年 「国語 詩を書く学習。まずは、教科書の詩を視写しました。」 

◆3 年 「体育 なわとび練習。長く飛び続けている子への声援がステキでした。」 

◆4 年 「算数 小数第２位までの小数のかけ算の復習です。みんなよく集中しています。」 

◆5 年 「算数 割合の学習。比較量と基準量を明確にしてがんばりましょうね。」 

◆6 年 「学級活動 卒業プロジェクトの活動です。私のところにも、文集への原稿依頼が来ました。」 

   

  

1/23 みんなよくがんばっています 

 インフルエンザについては昨日に引き続き予断を許さない状況が続いています。（今日の罹患者数 4 名） 本日発行の校報に記載しましたが、予防の徹底を

お願いします。また、お子さんが元気になってもインフルエンザ罹患の疑いが強い場合（例えば、ご家族に現在罹患している方がいて、お子さんも昨日発熱し

て今日は元気に…などの場合）も、一度病院で受診していただけるとありがたいです。（この時期はインフルエンザがある程度流行するのは仕方ないこととも

言えます。しかし、蔓延防止の手立ては全員で取り組んでいかないと十分な効果は得られず、大変残念な結果につながってしまいます。）ご理解とご協力を改

めてお願いします。 

 

 いつものように各学級を回ってみると、どの学級も、みんなよくがんばっていて感心させられます。素直に取り組み、たくさんのことを吸収していく末崎小

の子どもたちは本当に素晴らしいですね。 

 

 今朝、地域の方から、子どもたちのあいさつについてお褒めの言葉をいただきました。「登校してきて、挨拶をするとき、一度歩みを止めてきちんと会釈を

する子が増えてきている」というお話です。２学期終業式のとき、あいさつ名人として「おじぎをしてあいさつをしている子」を６人例示して褒めましたが、

３学期になってから「あいさつ名人」が少しずつ増えてきていることを嬉しく感じているところです。（校長） 

☆今日の学習の様子 

◆1 年 「算数 今日も副担任の先生と一緒に学習しました。」 

◆2 年 「生活 冬の遊びについて学習しました。」 
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◆3 年 「図工 版画の学習に入ります。今日は下絵描きです。」 

◆4 年 「習字 自分の目標の言葉を筆で書きました。」 

◆5 年 「国語 読み取った内容をどんどん教科書に書き込みました。」 

◆6 年 「体育 バスケットボールにつながるようなミニゲームをしました。自分たちで考えて動いていたところが花マルです。」 

   

  

1/22 冬のプレゼント 

 昨夜からちらついていた雪で今朝は屋根も道路も真っ白。車の運転にはいつも以上に注意を要する厄介な雪ですが、子どもたちにとっては最高のプレゼン

ト。 

 早速、外に飛び出して嬉しそうに雪と戯れる子どもたちがたくさんいました。朝雪かきをしたところは、10 時くらいにはお日様で融け始めていたので、この

後どのくらい楽しむことができるかは「？」ですが、せっかくの冬のプレゼントなので、楽しく遊んでほしいものですね。（校長） 
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1/21 インフルエンザ予防の徹底を 

「天気予防では『晴れじゃなかったっけ？』。」と、少し恨めしく空を見上げてスタートした１週間です。 

  

  

 何よりも心配なのは、「インフルエンザの流行」です。先週末に比べると、出席停止者数は激減しましたが、各教室で咳をする子がすごく増えました。お頼

り等でもお知らせしてきているところですが、具合が悪いような場合は必ず早めに医療機関を受診すること、そして決して無理はさせないことです。また、マ

スク着用、うがい・手洗いなど、予防の手立ては徹底すること。学校という集団社会では、「徹底」がキーワードになります。今一度、各ご家庭でのご指導を

よろしくお願いします。（校長） 

☆今日の学習の様子 

 全員揃っていない学年がほとんどということで、心なしか元気が無いように感じられます。縦割り掃除も長なわとび練習も今日・明日はお休みにしました。

（学級ごとの掃除は通常通り） 

・１年「算数 大きな数の数え方 10 のまとまりを作って…。」 

・２年「体育 なわとびの後はドッジボール。いつも元気いっぱいです。」 

・３年「算数 □を使った計算。文字式の学習の基礎となるものです。」 

・４年「国語 次の時間から詩を書いていくことになります。」 

・５年「国語 説明文の学習。繰り返し声に出して読んでいました。」 

・６年「算数 混み具合についての学習。平均の考えを上手に使って」 
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 １,２校時の様子を見ると、外の雪が気になって仕方ないような子も…。内陸と比べると微々たる量の降雪ですが、中休みには喜んで外に飛び出す子もいまし

た。 

 

  

1/18 インフルエンザ流行が終息しますように… 

 今朝は風が大変強く、冷たく感じられました。（この冬一番辛く感じられるほどでした。）そんな中、登校班等で歩いて来る子どもたちがすごくめんこいで

す。「すごいな。偉いな。」と感心もさせられます。 

 午前中に地域の方が見えられて、平地区の虎舞に関する書籍を出版されたということで、学校にも２部寄贈してくださりました。大変ありがたく感じまし

た。私自身、ぜひ一読したいと感じましたし、職員で回覧した後には図書室などにも置いておきたいと思いました。 
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 インフルエンザの流行の様子は、昨日と同様です。体調不良で昨日休んだ子が顔を見せてくれた反面、今日になって発熱した子もいる状態です。明日からの

週末で終息してくれればよいのですが…。ご家庭での過ごし方について、ご指導よろしくお願いします。「どうか、広がりませんように…。終息しますように

…。」 ドキドキの月曜日になりそうです…。（校長） 

 新学期２日めなので、冬休みのまとめを行う学級、さっそく教科学習を始めた学級など、さまざまです。 

   

  

１年生「算数プリントの答え合わせ」２年生「漢字プリント」３年生「自由研究発表」４年生「図書室の本の返却」５年「算数：割合の学習」6 年生「国語：

説明文の学習」 

  

1/17 三学期スタート！ 

 いよいよ 3 学期が始まりました。残念ながら「全員揃って…」とはならず、12 名の出席停止、3 名の欠席者がいて、123 名の子どもたちと共にスタートで

す。（校長） 

 心なしか、始業式では（特に校歌斉唱のなどは）いつもの元気が感じられませんでした。マスク着用していたせいかな？でも、作文発表などは、3 人の子ど

もたちの決意表明は大変素晴らしく聞き応え満点でした。 

    

  

 その後の各学級での様子は、それぞれ久しぶりの学校を楽しんでいる様子が見受けられました。大変短い 3 学期なので、早く生活のリズムを整えさせ、全開

でがんばらせていきたいものですね。 
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 下校時には、集団下校訓練を実施し、「もし大きな地震があったら…」などと変災時の行動も確認しました。寒かったけれどがんばって歩いて学習したよう

です。ご苦労様でした…！（お昼から他用務があったため、写真は出発時しか撮れませんでした）  

     

 

1/15 プレイバック 2 学期 「笑顔」 

 明後日は第 3 学期始業式です。今日になって心配な情報が耳に入って来ました。 

 子どもたちの数名がインフルエンザや溶連菌感染症に罹患しており、どうやら始業式にはお休みするということ…。まだ、一部の方からの情報提供なので、

もっと深刻な状況になっていなければよいなぁ…とも思います。 

 マスク着用など、予防の徹底と、もしお子さんがインフルなどでお休みする見込みのご家庭では、明日中にでもお知らせいただけるとありがたいです。早く

みんなが元気な顔を見せてくれることを期待しています。 

 今日のプレイバックのテーマは「笑顔」です。11，12 月の写真の中から、取り上げてみました。 
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1/11 プレイバック 2 学期 「挙手」 

 冬休みも残り少なくなってきました。宿題等の進み具合は順調でしょうか…。 

 インフルエンザの流行も気にかかるところです。罹患しないためには、ウイルスを体内に入れないこと、そして体の抵抗力を高めることです。規則正しい生

活についても、各ご家庭でのご指導をお願いします。 

 今日の「プレイバック」は、8，9 月の写真の中から、授業中に挙手をしている場面を集めてみました。やる気が感じられ、嬉しいですね。 
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1/10 プレイバック 2 学期 もーもースクール 

 今年度も実施した「もーもースクール」。 生き物とふれ合う機会がそれほど多くない子どもたちにとって有意義な学習でした。それと同時に、（昨年度も

やっているので）「慣れ」も見られたようにも思います。 

 来年度の実施については未定の部分もありますが、「祖父母参観」に位置付けているので、おじいさん、おばあさん方とのふれあいが充実するような内容も

検討していきたいと感じました。（校長） 
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 この季節、所用があり車を走らせていると、ジョギングを楽しんでいる方を目にします。元気いっぱいの末小の子どもたち、マラソン大会でも見事な走りっ

ぷりでした。…というわけで、今日は「校内マラソン大会（練習＆本番）」のプレイバックです。（校長） 
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1/8 プレイバック 2 学期 学習発表会編 6 年 

 毎日穏やかな日差しが届いています、今日のプレイバックは、6 年生の劇の紹介です。堂々とした演技、一人ひとりの本気度、全てにおいて「さすが最上級

生」といった出来栄えでしたね。（校長） 
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 明けましておめでとうございます。今年も子どもたちの元気、素直さに負けないよう、励んでいく 1 年にしたいです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、新年第 1 弾のブログ更新は、5 年生の学習発表会の様子から。真に迫った演技が今でも思い起こされます。最後の歌も、感動的でしたね！（校長） 
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